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The public health response to emerging mosquito-borne viral diseases is often inefficient, because the causative agents
are recognized and the prevention measures are deployed, only after the disease has spread. To predict which viruses
and mosquitoes have the highest potential to cause future outbreaks, understanding the mechanisms determining the
virus susceptibility of mosquitoes and the mosquito transmissibility of viruses is needed. In this study, I propose a
two-pronged approach to identify both the viral and mosquito factors involved in molecular compatibility between the
human pathogenic Zika virus and its main vector Aedes aegypti by combining my skills in molecular virology with the
host lab’s expertise in mosquito experimental infections in vivo. First, I attempted to identify the mosquito factors
regulating virus susceptibility by comparison of virus-binding mosquito proteins between two mosquito strains
displaying different levels of Zika virus susceptibility. Second, I used an innovative reverse genetics system to create
chimeric Zika viruses from two parental virus strains with different levels of mosquito transmissibility and attempted to
identify the viral genes required for efficient transmission by mosquitoes. Together, this project will provide important
new insights into vector-virus specificity and significantly improve our understanding of mosquito-borne virus
emergence.
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